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令和元年度第１回奥州市子ども・子育て会議 会議録（要旨） 

 
開催日時   令和元年 11月 26日（火） 午前 10時～午前 11時 50分 

場  所   奥州市役所江刺総合支所 ５階会議室 

  出 席 者   委 員  13名（欠席５名） 

         事務局  ８名 

         第二期奥州市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託事業者 ２名 

 

  委嘱状交付 

   

  市民憲章唱和 

 

１ 開会 

 

２ 教育長挨拶 

 

３ 委員紹介 

 

４ 会長及び副会長選任 

 

  進行が委員の互選の方法を問い、事務局案の提案を求められた。 

事務局の提案により、会長に千田敏彦委員、副会長に菅原章子委員を決定。 

 

 会長挨拶 

  先ほど委嘱状を受け取りまして、会長になりました千田でございます。よろしくお願い致しま

す。奥州市の子育てを取り巻く環境は、非常に人口が減少しており、特に出生数が減っています。

子どもの数が減っているのに待機児童があったりというような大変厳しい状況にあります。それ

から、先ほど教育長の挨拶にもあったように、市の子ども・子育て支援計画は、今年が１期５年

の最終年であります。ということは、次の令和２年から令和６年までの５年間の新たな計画を策

定する必要があります。その策定の最終決定はもちろん市長でありますが、その計画案に意見を

述べるのは私たち、子ども・子育ての会議であり、ここにいる皆さんであります。率直な意見を

いただき、より良い計画を作って参りたいと思いますので、子育て環境がより良いものになるよ

うに、皆様のご協力をお願い致します。 

  そこで、実は私、数字を作って来ましたのでもし書けるなら書いていただければ。平成 20 年

から平成 30 年までの 10 年間、この間に人口は、11,269 人減りました。11,269 人減りました。

ところが世帯数は 1,992世帯増えました。人の数は減ったけども世帯数は増えていった。その結

果どうなったかというと、古いお家というかね、おじいちゃん・おばあちゃんだけの家がたくさ

んできましたね。その結果、それが亡くなってしまうと空き家が生じます。現在、奥州市で空き

家は 2,603か所あります。これだけ大きな空き家ができています。 

  次に少子化を言いましょうか、現在、奥州市の子どもの数は 13,326 人です。13,326 人。とい

うことは、全人口の 11.5％です。そして高齢化率、65歳以上ですね、奥州市は 37.6％です。37.6％。

子どもは 11.5％、さらに今、生活困窮者という表現がかなり出てきますよね。現在、その生活困

窮しているご家庭のお子さんが、義務教育、小学校・中学校に通う義務教育ですね、そこにズッ

クを買えないとかランドセルを買えないとか修学旅行に行けないとか、いろんな困窮状態があり

ます。そのために就学援助制度という制度があります。お分かりですね、就学支援制度、奥州市

は、小・中学生合わせて 8,420人ですから、就学援助制度を受けているのが 592名。ということ

は 14 人に１人が就学援助制度を受けて義務教育に通っているということになります。ただ、ど

の子かっていうのも分かりませんし、分かる必要もない訳ですけども、そういう状態であります。

こういうことを頭に入れたうえで５カ年計画を作っていかないと空論になってしまいますので、
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一緒に皆さんと考えていきたいなと思います。それではひとつ協力をお願いし、意見を申し上げ

て帰っていただくようにお願い致します。 

 

５ 議 事 

(1) 利用定員の設定について 

・ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の量に対する意見を求めることについて 

 

  〔事務局説明〕（要旨） 

   資料１により事務局説明。 

   ３奥州市全域の状況（施設定数）については、合計①が今年３月の子ども・子育て会議に提

案し、承認をいただいた定数。これにＰ１～Ｐ３の各地域の増減の要素を加味したものが②（増

減の合計）。③（①＋②）が令和２年度の利用定員となる。なお、奥州市子ども・子育て支援

事業計画には④のとおり計画されており、一番下の数値が計画値との差である。 

   この差については、次のとおり。 

 １号は▲522人。需要の減でこれだけ減っても待機は出ない。 

   ２号は＋136 人。奥州市子ども・子育て支援事業計画を超える利用定員を確保し、待機児童

の解消につなげている。 

   ３号は０歳児が▲19 人と１・２歳児が＋18 人で都合▲１人。ほぼ計画どおりの利用定員を

確保しているが、地域事情や保育士確保が難しい面から待機児童の発生もある状況。 

   事前質問については、別紙「事前質問に対する回答について」を読み上げ。 

 

  〔質疑〕 

 Ａ委員）２つ質問がある。玉里保育所とか梁川保育所の統合は今どうなっているのか、というの

が一つ。また、私は今、岩谷堂幼稚園に子ども２人通わせているんですけど、今の段階では今

後利用人数が少なくなったら閉園ということで決定ではないのでしょうか。あとどれくらい人

数が減ったら閉園になるのかっていうのも知りたい。もし良かったらお答え願います。 

 

 事務局）２点ご質問いただきました。それぞれお答えさせていただきます。まず（仮称）江刺東

こども園ということで、玉里エリアに、整備する場合は玉里エリアに整備したいという部分で

再編準備委員会という組織の中で今議論をしているところです。対象エリアは、広瀬地域・梁

川地域・いわゆる江刺東中学校エリアの部分の老朽化した保育施設を再編して、認定こども園

化しようというのが再編計画の目的でございます。ただし、現在、年々人口の減少が見込みよ

りも多いものですから、まず現在の議論では建設場所の適地を探しているというのと、同時並

行で将来的にどれくらい子どもが減っていくか、また、どれくらいの利用者の需要が見込める

かという部分を再調査して、規模も含めて整備計画を今後まとめていくという手順で、まだ建

設計画が決定したという段階まではいっておらないという状況でございます。 

 ２つ目は、岩谷堂幼稚園の考え方ですが、保育教育施設の適正なクラス編成については、再

編計画の中でも謳っているんですが、やはり幼稚園というのは小学校の教育に連携するための

必要なクラス編成の人数が必要でございます。おおむね、３歳、４歳、５歳それぞれ 19 名か

ら 25 名以上とか一定の人数があることによって、集団教育ができるという位置づけで推して

おりますので、現在人数が少なくなった場合、複式学級の編成も認めているところではござい

ますが、先ほど言いましたように本来あるべきクラス編成、年齢ごとのクラス編成としては特

例というのが複式編成の考えですので、今後、具体的に園を廃止するという場合は、適正な教

育、クラス編成ができないという部分を確認し、各地域の再編委員会でのご意見をいただいた

り、議会への説明をしたり、最終的には条例事項になりますので、議会で審議してという手続

きになろうかと思いますが、その前に現在入っている保護者の皆様からのご意見をいただいて、

どういう形で園の適正なクラス編成ができ、それができない場合はどの時期にどうするかとい

うご相談を重ねて、市の手続きを進めていくということになりますので、来年度すぐにという

段階ではなく、現在まさに来年度４月の申し込みを、今受け付けしているところですから、そ
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の申し込み状況におきましても、どのように動くかというのは我々も注視をしているというよ

うな状況でございます。以上です。 

 

 会長）質問委員よろしいですか。閉園まで心配されて、大変なことですよね。人口動態が動いて

いますので、あるところは子どもがぐんと減っているとか、ここはまあまあ何とかなっている

とか、色々あるんですが。社会福祉協議会からも委員が来ていますから、社協でも保育所をや

っていますよね、ちょっと説明していただけますか。 

 

 Ｂ委員）社会福祉協議会の方でも１か所、米里地区の方に保育所を運営しておりまして、60年く

らい経つ保育所なんですけれども、こちらの方も現在、入所児童、園児が 10 名というところ

で、近い将来は、閉所っていうのも考えていかなければいけないという状況になっています。

そのことで、同じく江刺の東側ということで、市の再編計画と併せて考えていく予定だったん

ですけれども、やはり室長さんがおっしゃったように、急激に園児の方が減っておりまして、

現在の段階で今回の組織としては来年度の申請状況を見て、そこで将来的に考えていかなけれ

ばいけないという話を、先日の保護者会でも、保護者会をその件について開催して、保護者の

方と懇談をしながら今後の見通しといいますか、そういうのをちょっとご意見をいただいたと

ころです。もちろん、どの保育所とかどの幼稚園もだと思いますけれども、一番はやはり保護

者の意向、意見、それから地域の気持ちを優先して考えていくものだと思いますので、いきな

り閉所ということは絶対ないと、奥州市の場合はないんじゃないかなと思っております。 

 

 会長）非常に動態が動いているものだから大変ですし、今事務局から説明があったように何園と

何園を合体させて認定こども園を作っていきますよとかっていう新たな動きが今、急速に進め

ているところなんですよ。もう一人いただきましょうか。Ｃ委員。 

 

 Ｃ委員）基本的な話として、この定数はですね、施設の再編とか新しいものができるということ

なので、これはこれで何も問題ないと思います。 

ちょっと話が直接関わらないですが、この間ですね、私はまだこちらは２年目ですけれども、

うちのほうは原則として虐待も欠食児童もないですが、ある保護者の近くのお宅から「泣き声

がしますよ」という通報がありまして、委員さんが行って確認をしたという事例が初めてあり

ました。もちろん一般的な生活での泣き声だったのですが、結果としてですね、地域の皆さん

が見守ってくれているなと実感して嬉しかったな、という事案がありましたので、全く協議に

関係ありませんけれどもご紹介したいと思います。 

定数については、問題ないと思います。 

 

 会長）はい、ありがとうございました。それぞれが今、地区ごとに、地区といいますか地域ごと

に取り組みを始めているところです。 

それではただ今の説明に、それからご質問について、皆さんからのご質問が終わっただろう

と思いますので、子育て会議としては、この内容で了承してよろしいでしょうか。 

 

（よろしいとの声あり） 

 

 会長）それでは、奥州市子ども・子育て会議条例第６条３項の規定により過半数の賛成のため、

本案のとおり了承することで決しました。 

ありがとうございます。 

 

事務局）ありがとうございます。 

 

  （議事(1)終了） 
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(2) 第２期奥州市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

ア 計画骨子（案）について 

  イ 現行計画の進捗評価について 

平成 30年度教育・保育の提供について及び地域子ども・子育て支援事業について 

  ウ 年間スケジュールについて 

 

  〔事務局説明〕（要旨） 

  計画骨子（案）について、説明資料１第２期奥州市子ども・子育て支援事業計画骨子案の概

要についてを用いて説明。 

   現行計画の進捗状況については、進捗評価については、資料２の計画書（骨子案）のＰ24

からＰ41 までに掲載。例年報告している前年度の実績については、資料３に前年度（平成 30

年度）の実績資料を掲載している。 

   年間スケジュールについては資料４により、第２回子ども・子育て会議を１月に、その後パ

ブリックコメントを経て第３回会議を２月に開催。最終的には、岩手県との協議を経て、市長

決裁により計画決定をするスケジュールとなっています。 

 

  〔質疑〕 

会長）説明が終わりました。ご質問・ご意見ございますか。ここにいらっしゃる委員の方々は、

必ずしも保育所の職員ではないので、例えば骨子案の 12 ページの保育所待機児童数というと

ころで説明が「保育所の待機児童は平成 28年度に大きく増加し 35人となっており」とありそ

の次に「弾力的受入」をやっていますという表現がありました。「弾力的受入」って分かりま

す？説明する人いますかね。この表現使っていますから、私が説明したのはあれだろうから、

「弾力的受入」を説明してください。 

 

事務局）骨子案の 12 ページに記載させていただいている内容ですけれども、もし現在の計画書

をお持ちの方がいたならば、その 12 ページをご覧いただければと思います。そちらに注意書

きといたしまして、「弾力的受入」について説明が記載されてございます。そのまま読み上げ

させていただきますけれども、「児童の年齢ごとの部屋面積、保育士の数が充足される状態に

おいて、施設の定員を超えて入所を受入れること」を指してございます。 

 

会長）「弾力的受入」っていうのは４月１日の段階では、例えば 100 名定員なら 100 名入れる。

それが５月になると 115％まで入れてもいいですよ、何月になると最大 125％まで入れてもい

いですよという規定なんです。もちろん面積が確保されていればです。こういう風になります。

これが「弾力的受入」という制度です。今ここに保育士の方達でなくて、ご父兄の方とか一般

公募の方いらっしゃいますので、そういうふうな仕組みになっているんだということをご理解

いただかないと話が進みませんから、あえて今確認しました。 

ほかにご質問・ご意見ございますか。 

私、気になったのは大変宜しいこと、42ページの視点第３「子育ち・子育てを地域全体で支

えていく視点」というのがあって、一番最初に書いてあることはそのとおりだなと思って見ま

した。「世帯構成については核家族化の進行に加え、さらに父子世帯も増加傾向となっており」、

その次です、「地域全体で子育て家庭を見守っていくことが必要となっています。」と、こう

書かれています。お父さん・お母さんだけが苦労してやっていく、核家族化ですから仕方ない

んだではなくて、そういう方達が世の中に沢山いらっしゃることを地域全体で、子育てをして

いるお父さん・お母さん、あるいはご家族の方もいらっしゃる。そこを地域全体で見守ってい

かないと、私が会長あいさつでも話したように、世帯数は増えている、人口は減っているとい

うことは、核家族化がものすごいスピードで進んでいるということですので、子育てコミュニ

ティを地域の中に含ませないと大変だということになります。 
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他にご質問ご意見ございますか。はいＤ委員。 

 

 Ｄ委員）意見なんですけれども、奥州市の方で、地域子ども子育て支援事業をたくさんやられて

いてとても良いと思うんですけれども、私、７歳、５歳、２歳と３人子どもがいて、子育て支

援センター等私は利用を結構積極的にしてるんですけども、意外とこういうものがあっても知

らない人、あとは利用をしたいけどもどうすればいいか分からないという人も私の周りにいる

んですね。せっかくこのような素晴らしい事業がたくさんあるので、あと、令和２年度から子

育て世代包括支援センター事業を実施するともあるので、事業計画を立てるのと一緒に、どう

やったら皆さんに気軽に利用してもらえるかなどという、そちらの方の策も一緒に検討してい

ただけたらなと思います。 

 

会長）はい、とても素晴らしい意見いただきました。 

 

 事務局）子ども・家庭課の佐藤でございます。子育て支援センターを日頃から利用されていると

いうことでありがとうございます。確かに今おっしゃったように、様々な事業をやっているの

ですけれども、なかなか、例えばアンケートとかを取って、「ご存じですか、利用したことが

ありますか。」っていうような質問をすると知られていないということがあるというのが、我々

の課題として捉えているところでございます。市がそれを皆さんにお知らせする方法としては、

ホームページに載せたりですとかチラシをお作りして関係するような所にお配りしたりとか

っていうことで、様々周知をする方法は考えてはいる所なんですけれども、まだまだ知らない

方がいらっしゃるということで、もっとその辺努めていかなければいけないと思っているとこ

ろですし、逆に委員さんのように、日頃使われているっていうような方から、こんな方法があ

りますっていうようなご意見を頂戴できるとこちらとしてもありがたかったりしますので、何

か良い案をお持ちの時にはお知らせいただければありがたいなと思います。 

 

 会長）はい、ありがとうございます。これはその事業をやっているセクションがそれぞれ発信し

ていただくのが大事だし、もうひとつ今のＤ委員のような保護者の方は、ただ知るだけじゃな

くて、ちょっと足を運んでみようかな、友達と一緒に行ってみようかな、もう少し詳しく聞い

てみようかなっていうふうな、お互い動きをしないと交差しないんですよ。いくら発信ばかり

やってても、やっぱり自分の子どもですし、子どものために足を運んでみよう、自ら育ててみ

ようという意識をもっと頑張っていただきたい。お互いにこれはやっていかないと、せっかく

のあれですからもったいないので、そういうふうな意識を高めていくのが大事だと思います。 

   他にご質問ご意見ございますか。はい、Ｅ委員。 

 

 Ｅ委員）今、隣のＤ委員がおっしゃったこと、本当だなと思います。うちの方でも子育て支援セ

ンターを市から委託を受けてやっておりますが、広報を刷るのに毎月 3,000枚から 5,000枚を

園で刷って、地区の地区センターの方に持っていって、それから地区の方に配布をしていただ

いてっていうふうな活動をずっと続けています。あと、最近のお母さん達の中で、支援担当の

者が言うには、今までは、お母さん方が３人・４人とまとまって来ていますけれど、最近は１

人が多いかなっていうことが聞かれました。なぜかなって保育園で話し合った結果、今のお母

さん方は SNSとかそういうものを利用して一緒にいたお母さん方に発信をしていることも結構

あるのではないかなと、SNS をもらって、そしたらまた返してあげなきゃいけないとか、いや

今日は行きたくないとか、そういう断れないような状態の保護者もいるのではないかなって、

だったら単独で一人で行ったほうがいいかなっていうふうに思われる保護者も多いのではな

いかなっていうことを保育園として考えていまして、やっぱり写真を撮るとか、そういうこと

にもある程度気を付けていただくような取り組みを、やっぱり声をかけていかないといけない

のかなっていうふうなことを園で話し合っています。でも、どうぞおいでください。お電話い

ただいていいですので。 
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 会長）Ｅ委員が良いことを言ってくれました。あと、今の時代は情報が氾濫してます。子育ての

情報は氾濫している。本屋さんに行ったらいっぱい種類があって、どこが正しいか正しくない

か分からないが。ところが子どもっていうのは一人ひとりが違う訳ですよ。よって僕は質問の

中に妊娠期からの一貫した支援体制を作ることは困難でしょうかと書いてあるんですね、とて

も大事なことだと思って読んでいました。保育所は、０歳～５歳まで見ています。そうすると

幼稚園では３歳～５歳まで見てます。認定こども園はフリーでと。体験保育という、お腹の大

きいお母さん、保育園に来て「見せてくれませんか」、「聞かせてくれませんか」ってたまに

来るんですよ。どうぞ、お母さんお腹大きいと０歳の所に入れてね、一緒にやっていくと、「あ

あ、こうやっておしめ変えてるんだ」とか、話をしてると「あっ、なるほどこういう風に声を

かけてる」お腹の子どもに保育士さんは声掛けてますから、そういうことなんかを教えていた

だき、体験していく、理屈じゃなくて０歳のお母さんが子どもさんを連れて来てみますと「あ

っ先生ここで声かけるんだ」とか「あっここでこうするんだ」とかっていうのを目の当たりに

するとホッとするというか安らぐというか、そういう気持ちが生じます。そこから次のステッ

プにいかないと、人間の発達っていうのは必ず決まった順番ですから、オギャーと生まれて突

然立って歩く子はいませんからね、ちゃんとハイハイをしていく。手順がありますから。あと

やっぱり体験をしていくってことは、頭でっかちにならずにやれるんじゃないかなというふう

に思うので、これも先ほど言ったように、保育所、その機関が協力してくれる、それから、行

って学びたいっていう親御さんとのこの交差ですよね。これができると、さっきのＥ委員が言

ったようになる。 

他にご質問ご意見ございますか。はい、Ｆ委員。 

 

 Ｆ委員）現状についての分析、また計画等、非常に分かりやすく説明していただきありがたかっ

たです。奥州市としてですね、このまま子ども達の人口減は、手をこまねいて見ているってい

うことはないと思う。奥州市が無くなってしまうみたいなことになってしまうので、じゃなく

て、奥州市として人口増するためにどんな施策を打っているのか、子ども子育てのためにどん

なふうな工夫をしていくのか、これについてちょっとお伺いしたい。人口減になっていくから

そのままでいいんだっていうふうなことでは全くないと思いますし、それについての先ほど世

帯数が増えている、じゃ、どこら辺が増えているのか、その地域に対して今度何かほしいんじ

ゃないか、大きな東京都の場合、港区のような所は大きなタワーマンションみたいになってる

所は、学校も作らなきゃいけないし、公共施設も作らなきゃいけない、当然なると。そういっ

た所、大きな話にはならないと思いますけども、少しずつ人口増になっている所については、

こういうふうに手厚くしてる、まず全体として、先ほど会長さんがおっしゃったように、地域

で支えていくと、何も幼稚園とか保育所があるだけで地域で支えていける訳ではないので、地

域で支えるための施策、こういうことで人が来ますよ、流動人口多くしますよ、そういった施

策と絡めて考えていく必要があるかなと思うのでお聞きしたいなと思ってました。 

 

 会長）ありがとうございました。千葉さん（事務局）からお願いします。 

 

 事務局）事務局の方から、非常に大きな課題でありまして、まさに今、市長の方が各地域の市政

懇談会で今年度話していますのも人口問題について各地域で回ってございます。市の重要施策

としまして、この子ども・子育て分野だけではなくて、あらゆる分野での人口対策。交流人口

で働く世代が来ていただく、そして子どもを産み育てていただくということで、あらゆる分野

で施策を取り組んでおります。それが総合計画の中に反映されて、具体的に市の政策で言えば、

予算、お金を使って支援する事業も入っています。いわゆる就労支援であるとか、転入して来

てもらう方々の支援ですとか、我々の子ども・子育ての分野で言えば、国の施策にさらに上乗

せしまして、保育の無償化に関わり、さらに保護者の負担軽減のために、実費徴収だった給食

費を無償化するという取り組みですとか、先ほど申しました若い保育士さん方にぜひ奥州市に

来ていただきたいということで奨学金の支援ですとか、就職した時の一時金の支援、就職支度

金ですね、それが県外から来た人、市外から来た人には額も上げて手厚くとか、様々な施策の
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中で人口を増やす、維持するという政策を取っていると。その中の子育て支援は今ここで、子

ども子育てをしている方々にどのような、経済的な支援だけではなくて、いわゆる心の面と言

いましょうか、先ほど言いました地域と一緒に支えて子育てをするという政策も一緒に取り組

んでいます。小・中学校の部分であれば、放課後対策の中に地域の方々が入ってもらって協力

しているとか、見守り隊で安全対策の中で放課後にパトロールをしてやっていただくとか、そ

ういう事業にも市からの支援金を出して、見守り事業もやっていただくとか、様々な施策を展

開はしているのではございますが、人口はやはり減の方向で、人口推計でも、かなり大幅に人

口減少になる。それを何とか食い止めて減少幅をもっと少なくしようという、まさに今取り組

みをしてございまして、現在のその取り組み内容を各地区で、今ご説明に歩いている所ですし、

さらに皆さんのお知恵も頂きまして、もっとこういう事業をすると人口の歯止めがかかるとか、

子育て、産む世代がもっと産みやすくなる施策に繋がるよっていうのが、まさに我々の分の子

ども・子育ての部分のこの重要な計画に、今までない視点があれば皆さんから頂いて盛り込み

たい。行政の視点だけだと、やっぱり全国画一的になって、行政の目線だけだよねっていうの

が往々にして言われますので、先ほど話ありました、実際支援を使っている保護者の方の意見、

施設運営している施設側の意見、それらも含めてこの計画に盛り込んで、人口減少、出来れば

人口増、子どもを増やすという施策計画に繋げていきたいという、それがすぐ芽出るものでは

なくて、たぶん 10 年、20 年かかるんだろうと思いますが、そういう意味で市全体の人口政策

の事業の中の子育て分野という中で、ここにも人口に歯止めをかける政策内容を盛り込めれば

いいなという希望をもって今取り組んでいるということで、全体的なお答えになっていないか

もしれませんが、今でも様々取り組んでいるが、まだまだ足りないという認識もしてございま

すので、引き続き人口減を止める、増やす対策について頑張って行きたいと思っております。

以上です。 

 

 Ｆ委員）ありがとうございます。先ほどの、岩谷堂幼稚園に子どもを通わせている２人だと、こ

ういう子ども達が増えるような施設に、地域になっていく、じゃどうしたら良いかってことが

必要なのかな。うちの佐倉河幼稚園なんですけども、実家に帰って来た奥さんがいて、ある施

設に行ったら断られたと、その前は宮城県の方にいたと、その前は水沢の方にいて、子どもい

らっしゃるんですけども、帰って来た時に、帰ってきたって言い方変ですけども、水沢に戻っ

て来た時、来て良かったなと、子ども達が迎えられて周りの地域の人達も一緒に、同年代の子

ども達も迎えられる、一緒に遊んであげられるというような地域であってほしいなと思います

ので、そういった部分をアピールしてほしいなと思うし、そこに対して支援をしていただけれ

ばと思う。 

 先ほどの SNSの話もありますけども、私も携帯替えたらば、ラインとか要らない情報がいっ

ぱい入ってくるんですね。ですので、情報は選ぶ時代になってきた。発信するから選ぶ。とす

れば今言ったような、子育て支援、固い言葉ですけども、もっと柔らかい言葉にして情報提供

していくと。ラインで出すっていうことも非常に重要なのかな、そんな風に思って、私も 60

歳過ぎましたけども、若いに人に意見もお聞きしながら、是非ですね、話してもらわないと変

わらない。年寄りだけの昔の考え方じゃなかなか行政変わらない、ことはないんですけども、

新しい意見を言って頂ければなと思ってお話しました。今、佐倉河の方の施設については、ど

んな子ども達も弾力的に人数は少ないので、受け入れております。そして喜ばれている。そん

な施設づくりに励みますし、また、地域ではアパートが結構建ってきているんですね、北上の

工業団地の影響じゃないかとは言っていますけども、そういった所で奥州市でも、アパートが

建っているような所、きっと子ども達がいる所、どういう風にして来るんだろうな、手厚くや

っていただければなと思います。私は衣川に住んでいるんですけども、衣川に来た 30 年くら

い前は幼稚園が無料でした。幼稚園料が無料でした。そういった所に魅力を感じたりしていま

すので、ひとつ特色ある運営をしていきたいな、意見を聞いていきたいなと思っております。

ありがとうございます。 

 

 会長）Ｆ委員ありがとうございました。いろんな意見っていうかアイデアをどんどん出していっ
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て、やっぱり具体的云々て４項目ありますから、その中で意見を申し上げるところがあります

ので、提案をしてみる。人口減少は確かに大変な大きな問題なんですよね。でも、じゃ日本中

全部減っているかっていうと、増えている地区もたくさんあるんですよ。僕の知っている所で

小さな村なんだけども、村で借金して村立のアパートをダーっと建てたんですよね、入る条件

は結婚していること、それから消防団に入ることって決まっているんです。地域消防にね、そ

こ満杯なんですよ、そして今待機、待ってる人がいるんですよ。そういう何か魅力、安く入る、

安く入るだけじゃなくて、やっぱりその地域に消防団として貢献していくんだという意識を造

成していこうっていう、そういう村の趣旨が伝わって、人口が増えている所もあるんですよ。

ですから今日はこれで、もう少しで終わりますが、皆さん次にはアイデアをもって出てくると

助かります。それでは質問打ち切ります。 

  只今の説明に、皆様からのご質問ご意見をいただきました。それでは子育て会議としては、

この内容で了承しますか、よろしいでしょうか。 

 

 （よろしいとの声あり） 

 

それでは奥州市子ども・子育て会議条例第６条第３項の規定により、賛成の過半数の賛成の

ため、本案のとおり承認了承することで決しました。 

 

 事務局）ありがとうございます。 

 

  （議事(2)終了） 

 

(3) その他 

 〔事務局から〕 

事務局）特になし 

   

 〔各委員から〕 

Ｇ委員）素晴らしい策定、すべてすごいなと思って伺っておりますし、これが実現されることを

願っております。ただ、今の現状が日々私たち現場の中で過ごしている者として、これがいつ

なされるのかということよりも、今すぐやっぱり取り組んでいかなきゃないんじゃないのかな、

施設もですけれども、市の方でも、すぐにもう分かっている以上、具体的に取り組んでいった

方がいいのかなっていう思いがひとつあります。 

 それからもうひとつ、親子、園の話なんですけども、親子で関わってサポートをしていただ

かなきゃないときに、親は福祉センター、子どもは発達支援センター、そこの繋がりがなくて

バラバラになっちゃって問題解決に至らないんですよね。そういう辺りの所も、本当に親子ぐ

るみでサポートしていかなきゃいけない家庭が増えていますので、そういう辺りもご配慮いた

だきたいなと思っております。施設も頑張っていますけども限界があるんですね。やっぱり専

門的な分野とか、訪問とかっていう所まで細かい部分ではやっぱり市の力をお借りしたいとい

う所もありますので、縦割りじゃなくて横の繋がりも持ちながらのサポートをしていただけた

ら、すごくありがたいなと思います。 

 

 会長）今、Ｇ委員から出ました。本当にどう交差させていくかなんですよね。情報から何からす

べてそうなんです。そこが一人歩きになっちゃうと、もう疲れちゃうんですよね。 

あと、先ほどの保育士が足りないって話が出ましたが、今全国で毎年 5,000人が資格をせっ

かく取ったんだけども勤める場所がない、あるいは勤めたいと思うけども賃金が安い、だから

スーパーに行くとかね、ガソリンスタンドに勤めるとかって、有資格者が実際に働いていない

状態。募集しているけども、来ませんでしょ皆さん。という通り、それがだいたい年間 5,000

人なんですよ。だからここに生活できるだけの賃金を払ってやれるような体制ができれば、も

う少し良くなるだろうと思うけども、先ほどの回答では市独自の施策の実施、厳しい財源状況
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と、こうなってくるとちょっと進まないけどもね、何とかしてせっかくプロの人達が宝の持ち

腐れで別な職場で働いていてという実態があります。私はここまでです。 

 

 Ｈ委員）ひとつ質問いいですか。先ほど「弾力的受入」というのを聞きましたけども、うちでも

事業所内保育所を経営していて、今回は０歳児が３名定員なんですけども、０歳児３名のとこ

ろ、定員ちゃんと３人受け入れたんですけども、事業所ですので職員から他の保育園が入れな

かったという状況で、入れないかって言われたんですけども、うちも定員いっぱいなので入れ

ないっていうことで、今それで、弾力的受入なんですけども、面積のがやはり、３名一緒で少

し緩和させていただければ、この職員が働けたところなんですが、今回は断ったことでまだ働

けない、復帰できないという状況なんですね。面積の方もギリギリでなく、少し緩和とか何か

していただければ、本当にお母さんも助かりますし、こちらも施設も経営体制ができているの

で、そういったことも大きな気持ちで受け入れてもらえればいいなと今実際感じています。 

 

 会長）素晴らしい意見です。保育所の１人当たりの面積いくらですか？はい、Ｅ委員。 

 

Ｅ委員）3.7です。 

 

会長）3.7 なんですよ、１人当たり。これ世界で一番小さい面積ですからね。世界の保育園でフ

ランスとかなんかは７ですから。日本の倍の面積です。世界で最も保育室の面積が狭くて 3.7

ってなっているのは日本ですから。世界の平均はもう５を越しています。フランスとかスウェ

ーデンとかは７ですからっていうふうに、そうするとＨ委員がおっしゃった弾力的な云々言っ

た時に、対応できるんですよ。ギリギリで作っちゃうから、3.7 で作ってく、そこに冬になる

と、鞄とか何もかも入れちゃうとどんどん狭くなっていくんですよ。そこに弾力的にやろうと

思うと、園長としては、それでは子どもが可哀相だ。こうなるんですよ。受け入れたい気持ち

はあるけども、子ども１人当たりの面積の狭さというのは、これネックなんですよね、ですか

ら、せめて公立の保育所、認定こども園を作るときに、基準を越すだけの力があれば素晴らし

い結果になるだろうというふうに思います。 

  ありがとうございました。 

 

 

（議題（３）終了） 

 

（議事終了） 

 

６ その他 

 〔事務局から〕 

事務連絡のみ 

   

 〔各委員から〕 

  なし 

 

７ 閉会 


